
身体アプローチ入門
作業療法士の苦手克服シリーズ１
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AGENDA本日の予定
共に学び、実践し、

身体アプローチの苦手意識を克服しましょう！
１ ： 身体アプローチを行う意義を知る
２ ： 体幹前面（腹腔）の構造を確認
３ ： ５つの評価で今の状態を確認
４ ： 実技で変化を体験する
５ ： 休憩の意義（昼休みの効果）
６ ： 集団療法でも身体アプローチ
７ ： 集団セッション体験
８ ： 集団セッション実技と練習
９ ： 現場で実践するにあたって

ステップ １ 知る！

ステップ ２ 体験する！

ステップ ３ やってみる！
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BODY×POTなぜ身体アプローチなのか？

近年、精神科作業療法の現場では、長期入院に伴う身体機能の低下が課題となっている。身体介入を必要とする方が増

え、いわゆる精神科専門療法の一つとしての作業療法の対象ではなくなってしまった。本来なら理学療法士によりICFで言うと
ころの「心身機能・構造」に介入してもらい、作業療法士が「活動」と「参加」に介入したいところだ。だが、山根１）の言葉を借りれ
ば、「病いを生きる」のか「病いも生きる」だ。日常性に期待をする作業療法を行うにも、その方の身体に介入し、心身のベース
を整えることを目的にしていきたいところだ。

◆ WORK ◆
Q１：今回、身体アプローチ入門講座を学ぶ目的はなんですか？

Q２：今回、身体アプローチを学び、どんな方に介入したいと考えていますか？

１）「作業療法覚書、⼭根寛著、三輪書店」より

病い
人
生

人生
病
い

事前学習
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SKELTON骨格系の確認

２）「ソッカの美術解剖学ノート」より、講師が作成。

＊赤丸のついた部位の名称を確認しよう！
＊自分の身体に触れて、位置を確認しよう！

①「 転子」 ②「 転子」 ③「 腸骨棘」 ④「 腸骨棘」

[ Check！！ ] 大腰筋の走行（右のみ）を 「A」のイラストに描き入れよう！
（走行を覚えておくと評価が上手くできます！！）

A B C

事前学習
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MUSCLE胸鎖乳突筋の確認

２）「ソッカの美術解剖学ノート」より、講師が作成。

＊胸鎖乳突筋に色を塗ってみよう！
＊自分の身体に触れて、位置を確認しよう！

①回旋した時に反対側の胸鎖乳突筋が浮き出る。

事前学習
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MUSCLE筋系の確認

２）「ソッカの美術解剖学ノート」より、講師が作成。

＊赤丸のついた部位の名称を確認しよう！
＊自分の身体に触れて、位置を確認しよう！

①「胸骨 」と「胸骨 」 ②「 突起」と「 筋」

事前学習
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MUSCLE筋系の確認

２）「ソッカの美術解剖学ノート」より、講師が作成。

＊赤丸のついた筋の位置と走行を確認しよう！
＊自分の身体に触れて、位置を確認しよう！
＊特に上腕三頭筋と上腕筋間を確認しよう！

①上腕三頭筋

②上腕筋

③長橈側手根伸筋 ④腕橈骨筋

事前学習
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MUSCLE筋系の確認

２）「ソッカの美術解剖学ノート」より、講師が作成。

＊赤丸のついた筋の位置と走行を確認しよう！
＊自分の身体に触れて、位置を確認しよう！

①内側ハムストリングス

②下腿三頭筋間

③外側広筋

④大腿二頭筋

事前学習
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EVALUATION評価の確認
今回、身体アプローチを行うにあたり、５つの評価を行います。

「脊柱の柔軟性」、「立位安定性」、「体幹安定性」、「腹部筋力」、「下肢筋力（股関節屈曲筋力）」のそれぞれを評価します。
体幹、下肢を評価することで、歩行や座位が安定しない原因を見つけることができます。
＊改善の為のアプローチは、講義当日に行います。

３）「①画像参照：筋⾻格系のキネシオロジー、Donald A.Neumann著、医⻭薬出版株式会社」

① 体前屈（脊柱の柔軟性）

② 外乱（立位安定性）

③ 腹直筋・腹斜筋の筋力評価（腹部筋力）

④ 股関節屈曲筋力評価（下肢筋力）

⑤ 体幹と下肢の連動と安定性評価
（体幹安定性）

① ③ ④

⑤
②

事前学習
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EVALUATION評価の確認

① 体前屈（脊柱の柔軟性）

３）「①画像参照：筋⾻格系のキネシオロジー、Donald A.Neumann著、医⻭薬出版株式会社」

＊体前屈をした時、脊柱を観察する。

おおまかに上部胸椎-下部胸椎-腰椎の三つに

分け、見た目が図Cの腰椎のように平らに見えた
り、前屈をする動きの際、ひと塊りで動いている
部分を見つける。

Ｑ：動きの際、一塊りで動いている部位は？

・上部胸椎：

・下部胸椎：

・腰椎：

Ｑ：最終可動域時に、図Cのような平らになってい

る部位は？

・上部胸椎：

・下部胸椎：

・腰椎：

事前学習
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EVALUATION評価の確認

② 外乱（立位安定性）
＊相手の重心を動揺させ、立位時の安定性を
確認する。

・立位の相手に対し、側方または前方に立つ。
・矢印の方向に押すまたは引く。
・その際の、立ち直りや、足を踏み出さずに
耐えられたかを確認する。

Ｑ：左右の肩を側方かた押した時どうなった？

・立ち直り反応が出たか？

・立ち直り反応は出さずに耐えられたか？

Ｑ：腰部に対し前後に外力を加えた時どうなっ
た？

・立ち直り反応が出たか？

・立ち直り反応は出さずに耐えられたか？

２）「ソッカの美術解剖学ノート」より、講師が作成。

事前学習
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EVALUATION評価の確認

③ 腹直筋・腹斜筋の筋力評価（腹部筋力）

４）「画像参照：IAIR認定講座体幹部TGA Front side、検査者：IAIR認定講師加藤淳、被験者：IAIRアシスタント鈴⽊雄⼤」

＊腹筋群の筋力を確認する。

・背臥位になってもらい、膝を立ててもらう。

・両手を腹部に置いた状態から、誘導する。

・その際、表情、スピード、誘導した手の高さ
などを観察。

・実施後、本人からやりやすさを確認する。

Ｑ：各動作の際の動きやすさをご本人に聴いてみよう。

腹直筋： 左腹斜筋： 右腹斜筋：

事前学習
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EVALUATION評価の確認

④ 股関節屈曲筋力評価（下肢筋力）

４）「画像参照：IAIR認定講座体幹部TGA Front side、検査者：IAIR認定講師加藤淳、被験者：IAIRアシスタント鈴⽊雄⼤」

＊股関節を屈曲させる力を確認する。

・背臥位になってもらい、片膝を立ててもらう。
・立ててもらった膝下に自身の足を差し入れ、大腿で相手の下腿を支える。
・被験者は股関節、膝関節ともに９0°位置にする。
・検査者は両手を被験者の大腿に。

・被験者に股関節屈曲方向に力を入れてもらい（赤矢印）、釣り合う程度
の力で外力を加える（青矢印）。

Ｑ：股関節屈曲時の抵抗力はどのくらいか？

⑤ 体幹と下肢の連動と安定性評価（体幹安定性）
＊体幹を動揺させ、安定性の確認をする。

・側臥位になってもらい、股関節伸展・外転してもらう。
・検査者は被験者の下腿にコンタクトし、床方向に外力を加えながら、前後
に動揺させる。
・その際、被験者が側臥位の状態を維持できるかを観察する。

・実施後、本人から抵抗のしやすさを確認する。

Ｑ：外力を加えた際、側臥位を維持できたか？

事前学習



14

組織滑走法: IAIR TGA (Tissue Gliding Approach) 

人体を巡る血液・間質液・リンパ液などの循環不全は組織に様々な
影響を及ぼし、筋・筋膜のみならず、神経伝達・内臓の働きにも影響
を与えることが明らかになってきています。触診によって得られるこ
わばった軟部組織の感触は、膜組織間での滑走が生まれないことに
よる抵抗感が生み出していると考えられます。

IAIRでは間質液循環不全による全身の機能不全に対して、 皮膚・
筋骨格に対するアプローチを中心に、様々な学術的解釈を添えて展
開しています。

TGA：組織滑走法®は、IAIR がリハビリテーション従事者(PT、
OT、ST)専用に創り出したアプローチ方法であり、解剖学、運動
学、病理学的側面はもちろんのこと、生理学、物理学、心理学側面も
加えた多面的な解釈を、シンプルな形として受講生が
すぐに【出来る】形で提供していることが最大の特徴
です。

表⽪
真⽪

⾓⽪下層

⽪下組織

結合組織

筋膜

筋

⾻膜

⾻

IAIR-TGA組織滑走法

TGA詳細ページをあらかじめご視聴ください。＞＞＞

事前学習
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腹部ポンピング
［臨床的意義］
腹膜前壁を構成する腹筋群と腹膜との間、腹膜と各臓器との間の滑走を
促し、筋活動、神経情報伝達、血液循環が改善し体幹部の安定性向上に
貢献する。間接的に脊柱の可動性向上にも関与する。

［ターゲット］
腹腔前面の膜組織

［方法］
治療ポジションは仰臥位（膝立位）
・みぞおち、臍上、臍下の三箇所を相手の呼気に合わせて順番に押す。
・抵抗感と相手の痛みを確認しながら終末抵抗感の深さまで押圧する。

［注意］
以下の場合は行わない。
・妊娠中、または妊娠が疑われる場合
・急性炎症症状、腹部症状
・腹部大動脈瘤、悪性腫瘍
・腹部、胸部外科手術後
・血圧コントロール不良

IAIR-TGA組織滑走法
当日実技で行います

５）「IAIR認定講座体幹部TGA Front side」



16

BRAIN × OTなぜ脳科学×作業療法なのか？

作業療法のエビデンスとはどこにあるのか？ この問いに対して、明確な回答を持っている作業療法士は幸せだ。自信をもっ

て患者さんに作業療法が行えるのだから。しかし、多くの作業療法士は自信をもって答えることができない。そもそも、作業療法
のエビデンスは少ない。また作業プロセスを重視し、作業をしてみないことにはわからないなどから、個別性が高く、何を足がか
りにしたらいいのかで迷ってしまうことが挙げられる。そこで、今回は脳内で起きている変化に注目し、それを活性化させる作業
活動（アクティビティ）を提案していく。

◆ WORK ◆
Q１：現在作業療法を行ううえでの悩みはなんですか？

Q２：その悩みに対して行動したことはなんですか？

Q３：その悩みと行動について、相談する相手はいますか？

Q4：相談する相手がいたら、どんな質問をしたいですか？

Q5：今から、相談をしてみましょう！（制限時間 ： 相談１分、返答１分）

作業療法における科学的根拠の一つは

「作業または作業活動を通じ、脳の生理的な変化を促す」
▼

「脳内セロトニン活性」

事前学習

５）参考⽂献「作業で創るエビデンス、友利幸之介他、医学書院」 ６）「脳内物質のシステム神経⽣理学、有⽥秀穂著、中外医学社」
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KOKORO-EXココロエクササイズ®
当日実技で行います

①

①

①③ ③

④

⑤ ⑤

ⅠⅠ ⅡⅡ

ⅢⅢ

ⅣⅣ

ⅰⅰ

ⅳⅳ

ⅵⅵ

Ⅳ

② ②

⑥⑦ ⑦

ⅱⅱ
ⅲⅲ

ⅴⅴ

ⅶⅶ

Ⅴ Ⅴ

当日、詳細の説明と実演、実際に体験した後は、グループになり、グループごとで練習をします。

その際、各自スマホ等で自身が行っている様子を動画撮影をしながら、一連のセッションを練習します。

ココロエクササイズ：登録商標第5687886号
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ACCESS当日のお知らせ

会場：東大島文化センター 第一和室
電車利用の場合
都営地下鉄新宿線「東大島」駅 大島口出口より徒歩5分

バス利用の場合
■ＪＲ「亀戸」駅より
1.都バス亀24系統「亀戸駅前」⇔「葛西橋」
2.都バス草24系統「東大島駅前」⇔「浅草寿町」
※1.2.とも「大島七丁目」下車徒歩3分
■ 営団地下鉄東西線「東陽町」駅より
3.都バス門21系統「東大島駅前」⇔「門前仲町」
4.都バス錦28系統「東大島駅前」⇔「錦糸町駅前」※3.4.とも「東大島駅」下車徒歩5分

開催日：１月１８日（土） 時間：10:00～16:00
＊受け付け・開場は開始20分前となっております。ご協力お願いいたします。

当日準備物
持ち物
・事前学習資料（このテキストを印刷またはiPadなどで見れる状態にしてください）
・筆記用具 ・スマートフォン等（当日、評価時やアクティビティ時に写真・動画撮影をします）
・ヨガマット推奨（バスタオルでも可です）←必ずお願いいたします！
・昼食※ゴミのお持ち帰りをお願いいたします。
・ハンドタオル
服装
動きやすい格好(スカート、ジーンズ不可)

ご確認ください！

お問い合わせ：kanto@iairjapan.jp 当日緊急連絡先：070-2804-0646


